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Ⅰ．調査概要 

 １．調査目的   ：当地を代表する観光産業の景気動向を把握し、今後の地元観光産

業の基礎資料として活用することを目的とする。 

 

 ２．調査対象者  ：玉造商工会会員事業所（法人・個人含む）で、観光産業に関連す

る事業所の経営者、または経営に携わる方。 

 

           ※業種と対象者数 

            ・木地漆器業      ５事業者 

           ・小売業       １２事業者 

           ・料理、飲食業     ９事業者 

           ・旅館、ホテル業    ９事業者 

              合計      ３５事業者 

（※事業者の選定は任意） 

 

３．調査方法   ：上記対象者に対する留置式パネル調査 

 

４．調査期間   ：四半期毎 

           ３月～５月 （第１期） 

           ６月～８月 （第２期） 

           ９月～１１月（第３期） 

           １２月～２月（第４期） 

 

５．調査項目   ：①当期の景況感についての判断及びその判断理由 

          ②次期の景況感についての見込み及びその判断理由 

          ③設備投資の有無及びその理由 

 

６．集計方針   ：調査項目の①、②は、「景気がよい」「やや景気がよい」と判断し

た回答の構成比合計から、「やや景気が悪い」「景気が悪い」と判

断した回答の構成比合計を差し引いた数値で業況判断の指数

（Diffusion Index）としている。なお、「例年と変わりない」は

カウントしない。 

          また、各事業所の業況判断の理由を踏まえ、指数と照合し相対的

に各期の景気動向を解釈する。 

          調査項目の③は、業種ごとの設備投資の有無とその理由ついて、

相対的に検討し業況判断を行う。 
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７．その他    ：①集計結果については、回収数を母数とし地域全体の代表性を表

すものではない。 

          ②集計時の構成比は、小数点以下２位を四捨五入しているため合

計が必ずしも 100％にならない場合があるが、表記は 100.0％

としている。 

          ③報告書作成においては、集計方針を受けて有用と判断されるも

のを採択し掲載することとする。 

          ④本報告書は、年間４回の調査を集約したものである。 

          ⑤調査結果１．及び４．に掲載している年間ポイントは、本事業

継続を前提とすることにおいて、以後の年度ごとにその業況感

の向上・回復や下降・下落の変遷を比較することを狙いとして

いる。 
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Ⅱ．調査結果 

  

１．四半期ごとの業況判断 

   業況としては、小売業、料理・飲食業、旅館・ホテル業で、各期とも水面下で推移

しているものの、木地漆器業については、第３期でプラスに転じている。 

 【図表１ 四半期ごとの業況判断】 

区分 木地漆器業 小売業 料理・飲食業 旅館・ホテル業 

第１期 不調 不調 やや不調 不調 

第２期 不調 不調 やや不調 やや不調 

第３期 好調 やや不調 不調 やや不調 

第４期     

年間 

ポイント 
      

※判断基準：好調  ＝50％以上     ※年間ポイント：好調  ＝1ポイント 

      やや好調＝1％～50％未満           やや好調＝0.5ポイント 

      やや不調＝0～-50％未満           やや不調＝-0.5ポイント 

      不調  ＝-50％以下             不調  ＝-１ポイント 

                            の加減 

                     （最高点＝4ポイント 最低点＝-4ポイント） 
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２．業況判断（前年度比較） 

   木地漆器業の第３期及び料理・飲食業の第１期を除いて、昨年度の業況判断から今

年度の業況判断は、さらに悪化している状況にある。 

【図表２ 業況判断の前年度比較】 

区分 木地漆器業 小売業 料理・飲食業 旅館・ホテル業 

第１期 -30.0% -66.7% 11.2% -22.3% 

第２期 -26.7% -41.7% 0.0% -33.3% 

第３期 90.0% 0.0% -15.6% -28.9% 

第４期         

 

 
 

 

３．業種別業況判断の主な理由 

 ①第１期（３月～５月） 

  ・ホテルでお客さんを町に歩かせる事をしない傾向があり、いくら店内で努力してい

ても帰る事で余裕がないようにみえる。 

・地域内より、地域外との取り引き、売り上げが中心なのでこの判断になりました。 

・漆器の展示会の話が少なくなった。ギャラリーに見える来客が少ない。 

  ・店の売上は横ばいですが、卸の販売が落ちています。原因は、鳴子に来ているお客

様が少ないか、当店の物に飽きてきているのかもしれません。鳴子に来たらこれで

しょうという品物をつくりあげるか、新商品が求められているように思われます。 

・人通りが少なく、お店に入っても見るだけのお客様が多く、客単価も低い。 

・平成の大合併後また、震災後交流人口が落ち込んでいる。 

  ・実質的には、やや景気は上向きとも見えるが、実際は、特に運賃（前年の 3倍～4

倍）やダンボール等の値上げが足を引っぱっている状況。 
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  ・例年になく、5月のゴールデンウィーク後の来客数、観光客数が減少傾向にあり、

ホテル、旅館等の卸納品が少なく、客単価も低額商品が多かった。 

  ・観光客数も減少しているし、町中を歩くお客様の数も減少しているため、売上も昨

年より少なくなっています。店の中に入るお客様も、物を買い求める数も少ないよ

うに感じます。（物を買わないお客様が多いということです） 

・天候が悪かったため 

・来客数、売上状況から見て、例年と大きく変わった点はないことから判断した。 

・売れ筋商品の動向が上がっています。お客様数、売上数字、取次店数。 

  ・昨年は、中元用などの大口の注文があり、売上が伸びたが、本年の当該期は減とな

っている。 

・売上が平年並み。 

・客数の減少。法事の場合は、家族だけで法要するため。 

  ・前年に比べると客足が落ちた。観光客が歩いていない。お得意様が減ってきた（高

齢化のため引越ししたり）。コンビニや手軽で早く食べる事ができる物の方へ。 

  ・常連客中心の来店で、貸し切りも例年と同様であったため、売上は例年同様であっ

た。 

・天候の不安定が一番の理由かと思う。 

  ・来客の変動の波が大きく、トータルで見ても来客数、売上ともやや減の状況であ

る。 

・来客数の動き 

・来客数（特に宿泊）の減少 

・大手企業参入の為、顧客減になった。 

・宿泊客数の動向 

・入浴客の減少 

 ②第２期（６月～８月） 

・観光客が少ない傾向にあった。 

  ・何を作っても手にしてもらう事が無くなったので、もっと勉強をして売れるもの作

りをしたいと考えている。 

  ・宿泊のお客様、日帰りのお客様とも鳴子に来る人が例年より少ないように感じられ

ます。 

・３．１１の影響が大きく今に続いている。 

・台風、地震等の災害によって売上が伸び悩んでいる。 

  ・7、8月期は、例年にない猛暑で、日中に街での買物に外出する人が見られず、土

産品購入の観光客も日中はほとんど見られなかった。 

・土産品を購入する方が減少しているから。 

・天候が暑すぎた。 

・売上状況から見て、例年と変わりないと判断。 

・来客数の減少・・・気候が原因だと思います。（暑すぎ） 

・例年並みである。 
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・売上が平年並み 

  ・客足が若干落ちている。客単価が落ちてきている。出前の頻度が落ちてきている。

休業日が増えた。 

・7月はいつになく悪かった。夏は暑すぎ、大雨などが原因だと思う。 

・8月は例年並みであったが、6，7月が悪くトータルではやや減となっている。 

・8月のお盆の時期が連休であったので、家族での利用が多かった。 

  ・毎年、6月はあまり客足が伸びないのですが、今年は県外からの個人客が増えた一

方、7月、8月は暑かったせいもあり、客足が少なかった気がします。 

・宿泊客数は、ほぼ前年並み。 

・宿泊客数の動向 

・天候の関係も左右しますが客足が伸びない。 

 ③第３期（９月～１１月） 

  ・紅葉期に伴い、観光客の人達が多く、店に出入りする人が多かった。ジャニーズ効

果で若い人がみやげ品を求めた。 

  ・取引先の売上が微増で推移 

  ・取引先が増加しているにも関わらず、各取引先の発注数量が減少 

  ・第 3期に行われた催事やイベント等が天候に恵まれ、若干、観光客等が多く鳴子を

訪れたのではないか。また、紅葉期の天気も良く、土産品等の売上が上昇した。 

・購買意欲の低下 

・天候の影響 

  ・売上状況などから判断すると、横ばいが続いていることから、例年と変わりないと

感じている。 

  ・売上が増えた（10月に看板をリニューアルした）。（ただ景気が良いからなのか？

原因ははっきり言えません） 

・来観数、販売量ともに例年と変わりない。 

  ・年々、観光客が減少しているように感じられます。仕入商品も少しづつ値上がりし

ていて、今年は特に上げ幅が高かった。結果、減収につながります。問屋も嘆いて

いました。 

  ・客層が固定しているため、常連客中心の来店となっている。 

・あいかわらず波が荒いが、平均すると前年並みとなっている。 

・10月、11月は、日帰り昼食の客入りが多かった。宿泊客は例年並みであった。 

・大企業の進出と人材の確保難 

・宿泊客数の動向 
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４．次期の業況見込み 

   次期の業況見込みとして、全業種、各期において水面下の見込みとなった。特に、

木地漆器業、料理・飲食業の第４期の見込みについては、大幅な悪化見込みとなっ

た。 

 【図表２ 業況判断の前年度比較】 

区分 木地漆器業 小売業 料理・飲食業 旅館・ホテル業 

第 1期→第 2期 不調 やや不調 やや不調 やや不調 

第 2期→第 3期 やや不調 やや不調 やや不調 やや不調 

第 3期→第 4期 不調 やや不調 不調 やや不調 

第 4期→翌 1期      

 

 

 

５．次期の業況見込み（前年度比較） 

   料理・飲食業において、各期とも大幅な改善が見られる一方、小売業、旅館・ホテ

ル業においては、さらに悪化する傾向となっている。 

【図表４ 次期業況予測の前年度比較】 

区分 木地漆器業 小売業 料理・飲食業 旅館・ホテル業 

第１期 -10.0% -41.6% 33.3% 0.0% 

第２期 40.0% -58.4% 66.7% -33.3% 

第３期 -10.0% -8.3% 6.7% -6.7% 

第４期         

 

 



9 

 

 
 

 

６．業種別次期の業況見込みの主な理由 

 ①第１期（３月～５月） 

  ・鳴子の町を歩く人がいない日が多くなってきている。町全体の魅力がなくなってき

ているのではないでしょうか？ 

・地域内より、地域外との取り引き、売り上げが中心なのでこの判断になりました。 

  ・年々仕事が少なくなり、来年度に期待が出来ない。 

  ・地道な販売をしていますが、再度来店を促し、鳴子温泉に又、足を運んで頂くよう

な声かけを、各旅館、店などで行うことが必要ではないか。変わらなくても悪くな

らない為にどうしたらよいか。 

  ・どんな商品を置けばよいか高額商品、低額商品、考え中です。旅行の目的が変わっ

てきたように思います。 

・夏場に向けての交流人口の増加が見込まれる。 

  ・値上げの実行が 9月より始まることと、７、8月の猛暑と台風等により、原料の入

荷がなかったり、値上げもあり、繁忙期にしっかりと製造と販売見込みが立たな

い。 

  ・第 1期があまりにも悪かったので、若干は右肩上がりに期待したいが、梅雨時期で

もあるので、天候も左右しそうな感じです。 

  ・観光客数、来客数共に増加は望めない状況なので、今後の見通しは、あまり良くな

いと思います。 

  ・期待感も含め、実態を見ると景気は特別悪化している感がないので、例年と変わり

なく思う。ただし、気象変化によって大きく左右されるので注視している。 

  ・次期四半期も期待を込めて。 
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  ・世界農業遺産認定スタンプラリーが 7月～11月まで実施されることにより、やや

増加の見込みがある。 

  ・特に来客数の増減につながる事象が見当たらない。 

  ・観光客（他県）に合うメニュー作り、岩出山の食材で。 

  ・前年に比べると客足が落ちた。観光客が歩いていない。お得意様が減ってきた（高

齢化のため引越ししたり）。コンビニや手軽で早く食べる事ができる物の方へ。 

  ・7月から鮎漁が解禁となるため、天然鮎やヤマメ料理が中心となるため、来客数や

団体貸し切り等が増えるため。 

  ・イベントもあまりなく、天気に左右されるので、期待はしていない。 

  ・夏休み、お盆の繁忙期は例年並と予想するが、それ以外は、予約状況等から見ても

やや減を予想する。 

  ・客単価の見なおし 

  ・6月～8月は、ランチ（昼食）利用数が安定している。 

  ・大手企業参入の為、顧客減になった。 

  ・先行受注状況 

  ・高齢化と景気が良くなっている実感がわかない。 

 ②第２期（６月～８月） 

  ・お盆休みとお祭りの行事があり、いくらか人の出入りがあり、9月から 12月まで

は紅葉期にも入るので、いくらか景気が良いと思う。 

  ・デパート、ギャラリーにての漆展、個展が少なくなっている。来客も少なくなって

いる。 

  ・これからの紅葉の時期に期待いたしますが、天候等に左右されますので、前年並み

でいけたら良いと思っています。 

  ・秋のシーズンに期待したいがわからない。 

  ・復興需要とは関連性のない業種で、食品もより日配品、生活必需品にシフトしてい

る。 

  ・天気次第ではあるが、土産品においては、昨年よりインバウンド（外国人観光客）

が増加傾向にあり、若干期待がもてるのではないか。 

  ・これまでの状況からすると、今後四半期も大きく変化する内容とは考えられず、例

年通りと判断。 

  ・スタンプラリーによる割引販売もあり、売上げ増となっている。 

  ・特に変化の兆しが無い。 

  ・固定客が多いので、多少客単価が落ちるかもしれませんが、涼しくなると、足を運

んでくれると思う。 

  ・繁忙期となる紅葉を迎えるので少しは期待できる。 

  ・良なる要素が見当たらない。また、メリハリが年々きつくなり出控え感が感じられ

る。 

  ・9月に連休が 2回あるので、客が利用しやすい。 
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  ・ペット宿泊予約の問い合わせが増えてきている。9月も去年よりいくらかプラスに

なっている為 

  ・大企業の進出により、低価格競争となり、物価は上昇しているが収入減となる。 

  ・先行受注状況 

  ・入浴客の減少とお金を使わない人が多い。 

 ③第３期（９月～１１月） 

  ・12月に入り、全然お客さんの出入りが悪いです。 

  ・お客さんのインターネットでの告知が広がっている。 

  ・日・中の冷戦並びに株価の低迷。天候が、本年は都市部でも僻地と変わらない。悪

天候が増えている為。 

  ・昨年は、第 4期（12月～2月）は大雪で、街の人通りが少なかったが、今年はエル

ニーニョ現象で暖冬傾向にあり、若干人通りがあるような気がする。 

  ・天候の影響 冬期は雪のため 

  ・特別景気が上向く要素がない。 

  ・看板効果に期待して。 

  ・冬期間の為、来観者数、販売量ともに減少傾向が予想される。 

  ・若年層の来店が減ってきたように思います。コンビニ、スーパー、その他どこでも

食品、食材を扱っているので、手軽に食事が出来る便利さも影響しているのかも。

街の中を歩く人も減少してきています。私たちも高齢なので無理はできませんし。 

  ・客層が固定しているため、常連客中心の来店となっている。 

  ・お客様のメリハリはきつく、消費増税の影響もあり、やや悪くなると思う。 

  ・12月と 1月の予約数が伸びない。 

  ・店舗、設備の不足や老朽化に加え、仕入価格の上昇。 

  ・先行受注状況 

 

 

７．設備投資の動向 

   各期の設備投資の状況は、図表５のとおりとなった。年平均の設備投資割合で業種

別に見ると、小売業が最も積極的に設備投資を行っており、逆に設備投資を抑えてい

る業種は、料理・飲食業であった。 

 【図表５ 各期の設備投資の状況】 

区分 木地漆器業 小売業 料理・飲食業 旅館・ホテル業 

第１期 1/5件（20％） 4/12件（33％） 2/9件（22％） 4/9件（44％） 

第２期 1/5件（20％） 5/12件（41％） 2/9件（22％） 3/9件（33％） 

第３期 0/5件（0％） 3/12件（25％） 1/9件（11％） 1/9件（11％） 

第４期     

年平均割合     

   ※年平均割合＝設備投資を行った事業者数の期ごとの割合の平均値 

          なお、設備投資が無かった期は含めない 
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８．設備投資の主な内容 

 ①第１期（３月～５月） 

  ・漆器が売れないので、技術を商品にする。平成 31年 4月より、漆学校、体験と金

継ぎ（4月～11月） 

  ・老朽化しているものがあるので、それを変えなければならない設備が出てきてい

る。 

  ・新商品開発並びに取引先等の要望もあり、補助や助成の対象があれば検討したい。 

  ・更なる売上向上目的です。特に、店小売を伸ばしたいので、外から見たインパクト

を強化したいです。 

  ・老朽化のため 

  ・入口付近の整備、外装。 

  ・設備の老朽化 

  ・修繕 

  ・建物の老朽化（風呂） 

  ・耐震改修工事 

 ②第２期（６月～８月） 

  ・2019年 4月より、漆学校、金継ぎ体験を積極的に取り組んで行く。 

  ・新商品をつくるにあたり、機械を入れる予定にしています。 

  ・各機種のモデルチェンジの時期 

  ・常に感動を来客皆様に与えられる店舗づくりには、設備投資を行う必要がある。 

  ・売上向上のため 

  ・老朽化のため 

  ・前回と同じ 

  ・設備の老朽化 

  ・修繕 

  ・耐震改修工事 

 ③第３期（９月～１１月） 

  ・老朽化している什器、備品の取り換えが必要となってくる。 

  ・現状を改善するためにも必要と考えている。 

  ・消費税アップに伴い、レジの設備が必要かも。 

（カード決済、ポイント制に対応型） 

  ・エアコン（老朽化） 

  ・耐震改修工事 

 


